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1 はじめに 
Cisco Meeting Server は、以前は Acano サーバと呼ばれていました。Cisco Meeting Server 
は、現在 Cisco UCS サーバの事前設定された新しいバージョン（Cisco Meeting Server 
1000）でホストされます。また、Acano X シリーズ ハードウェアでも、仕様ベースの VM サー
バでもホストが可能です。Cisco Meetings Server ソフトウェアのことは、このガイドのセク
ション全体でミーティング サーバと呼びます。 

 

注：coSpace は「スペース」に名称変更されています。このドキュメントは、coSpace API 
オブジェクトに言及している箇所を除き、「スペース」という表現を使用するように変更され
ています。 

 

 

ミーティング サーバには、H.323 ゲートウェイ コンポーネントが含まれています。このゲート
ウェイは、次に示すように、ミーティング サーバの Call Bridge のみと併用するように設計され
ています。コールは、Call Bridge に到達すると、通常のダイヤル プラン ルールに従って処理さ
れます。Call Bridge デバイスからの発信コールは、H.323 デバイス に対して行うことができま
す。コールがミーティング サーバのスペース宛てである場合は、コールは Call Bridge で停止し
ます。 

 
図 1：H.323 ゲートウェイを使用する単一統合型の Cisco Meetings Server 導入 

 

 

このガイドは、上記のような、推奨される導入（Call Bridge として同じミーティング サーバで
有効にされている H.323 ゲートウェイを使用する点一統合型のサーバ）について説明します。 

分割導入では、H.323 ゲートウェイと Call Bridge の間にファイアウォールを配置しなくていい
ように、コア コンポーネントとして H.323 ゲートウェイを導入することをお勧めします。通
常、H.323 ゲートウェイは Call Bridge と同じミーティング サーバに導入されます。ただし、
H.323 ゲートウェイは Call Bridge と別のコア サーバに導入できます。この導入は、テストの目
的に役立ちます。 
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拡張性および耐障害性導入では、Call Bridge ごとに H.323 ゲートウェイを 1 つ有効にすること
ができます。この場合にも、同じミーティング サーバにも別のミーティング サーバにも導入で
きます。 

 
H.323 ゲートウェイを設定して有効にするコマンドは、すべての導入で同じです。ただし、Call 
Bridge と H.323 ゲートウェイを同じホストに配置する場合と異なるホストに配置する場合では 
H.323 ゲートウェイの IP アドレスが異なります。第 2.2 項の手順 6 を参照してください。 

 

注：証明書は、各 H.323 ゲートウェイに必要です。証明書は、内部 CA により署名すること
もできます。H.323 ゲートウェイに証明書と秘密キーのペアを割り当てるには、付録 B の手
順に従います。 

 

 

1.1 本ガイドの使用方法 
このガイドは、適切な導入ガイドから続いています（図 2 を参照してください）。すでに導入
ガイド内の手順が完了していると仮定しています。このガイドは、ミーティング サーバで 
H.323 エンドポイントからのコールを受け入れ、呼び出せるようにする場合にのみ使用します。 

この H.323 ゲートウェイの導入ガイドは、提供する順序で読まれ、実行されることを意図して
います。H.323 コマンドの完全なリストは、『MMP コマンド リファレンス ガイド』で提供さ
れます。 
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図 2：Cisco Meeting Server ドキュメント セット 
 

 
 



Cisco Meeting Server リリース 2.0+：H.323 ゲートウェイ導入ガイド 7 

 1 はじめに  
 

 

1.1.1 コマンド 

このドキュメントでは、コマンドは黒文字で示されており、表示どおりに入力する必要がありま
す。ただし、山括弧 <> で囲まれているパラメータについては、適切な値に置き換えてくださ
い。サンプルは青文字で示されており、導入環境に合わせて変更する必要があります。 
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2 H.323 ゲートウェイの設定 
 
2.1 概要 
H.323 ゲートウェイは、コア コンポーネントで、推奨される導入は、Call Bridge と同じサーバ
に導入することです。ただし、H.323 ゲートウェイは別のコア サーバで有効にすることができ
ます。 

H.323 ゲートウェイは、次を対象として少なくとも 2 つのポートでリッスンします。 

 Call Bridge 宛ての転送時に SIP と対話する H.323 着信コール 

 転送前に H.323 と対話する Call Bridge からの SIP 着信コール 
 
シスコは、H.323 ゲートウェイは Call Bridge と同じインターフェイス（ただし、ポート番号は
別）でリッスンし、SIP コールと H.323 コールの両方をリッスンするために使用することを推
奨します。図 3 を参照してください。 

 
図 3：H.323 ゲートウェイによる着信および発信 H.323 コール 

 

 

ゲートウェイからの外部発信コールでは、H.323 コールを H.323 ゲートキーパーに転送するこ
とを推奨します（図 4 を参照してください）。ゲートキーパーでは、ダイヤル プラン ルールを
使用するなど、ルーティングに対応します。 

 

注：H.323 ゲートウェイは単一のネクスト ホップをサポートします。H.323 ゲートキーパー
の隣接機能を使用すると、H.323 ゲートウェイが複数のゲートキーパーに到達することができ
ます。 
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図 4：H.323 ゲートキーパーを使用する H.323 ゲートウェイ 
 

 

H.323 エンドポイントからのコールを受け入れ、H.323 エンドポイントに発信するには、Call 
Bridge を設定して、アウトバウンド ダイヤル プランを介して H.323 ゲートウェイを発信コー
ルの接続先として使用する必要があります。また、H.323 ゲートウェイを設定して、SIP コール
を Call Bridge に転送する必要があります。 

この項では、トポロジに採用する必要がある推奨導入の設定例を提供します。 
 

注：一部の古い H.323 ゲートキーパーは、発信コールの宛先アドレスにドメインを提供しま
せん。また、着信コールのドメインを処理できません。これらのゲートキーパーは、アドレス
に E.164 アドレスまたは H.323 ID を指定し、これらを必要とします。これらのデバイスをサ
ポートするコマンドは、付録 C にリストされています。 
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2.1.1 前提条件 

この項の手順では、ミーティング サーバの他のコンポーネントは設定済みで、動作しているこ
とを前提としています。 

 
 表 1 のポートは、H.323 ゲートウェイで必要です（図 5 を参照してください）。 

 
表 1：H.323 ゲートウェイで必要なポート 

 

コンポーネント 接続先 開く宛先ポート 
トラフィッ
ク タイプ 

コンポーネン
トを基準にし
たトラフィッ
クの方向 図 5 の番号 その他の情報 

Call Bridge H.323 ゲー
トウェイ 

6061 TCP（SIP） 発信 6 MMP 経由でポー
トを構成可能 

H.323 ゲート
ウェイ 

H.323 ゲー
トキーパー 

1720 TCP
（H.225） 

着信 2 ポートを構成不
可能 

ネクスト ホップ
の場合は H.323 
ゲートキーパー
上のポート 

TCP
（H.225） 

発信 3  

H.323 ゲート
ウェイ 

H.323 ゲー
トキーパー 

1024 ～ 65535
（注 1） 

TCP
（H.245） 

着信 2 ポートを構成不
可能 

ネクスト ホップ
の場合は H.323 
ゲートキーパー
上のポート 

TCP
（H.245） 

発信 3  

H.323 ゲート
ウェイ 

H.323 登録
エンドポイ
ント 

32768-65535
（注 2） 

UDP  
メディア 

着信および
発信 

1  

 
 

 H.323 ゲートウェイは、ファイアウォール トラバーサルの機能を提供しません。 

 H.323 エンドポイントのいずれかが登録されている H.323 コール制御デバイスが、
ファイアウォール トラバーサル機能を提供する必要があり、H.323 ゲートウェイに
コールを転送するように設定されている必要があります。Cisco VCS を使用した例につ
いては、付録 A を参照してください。 

 未登録の H.323 エンドポイントが、H.323 ゲートウェイにアクセスするためには、IP 
ダイヤルを使用する必要があります。第 2 項を参照してください。 
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2.2 H.323 ゲートウェイの設定 
 
図 5：H.323 ゲートキーパーを使用する H.323 ゲートウェイの設定 

 

 

適切なミーティング サーバで H.323 ゲートウェイ コンポーネントを設定し有効にするには、
次の手順に従います。導入で H.323 ゲートキーパーを使用していない場合は、手順 5 を省略
します。 

1. MMP に SSH でログインします。 

2. H.323 ゲートウェイが着信 H.323 コール（図 5 のコール フロー 2）をリッスンするイン
ターフェイスを設定します。 

コマンド h323_gateway h323_interfaces <interface whitelist> を使用する
と、H.323 ゲートウェイが H.323 トラフィックをリッスンするインターフェイスを設定す
ることができます（A、B、C、D のうちいずれかを選択します）。デフォルトでは、H.323 
ゲートウェイはどのインターフェイス上でもリッスンしていません。たとえば、インター
フェイス A でリッスンする h323_interfaces を設定するには、次を入力します。 

h323_gateway h323_interfaces a 

3. ゲートウェイが Call Bridge からの着信 SIP コール（図 5 のコール フロー 6）をリッスンす
るインターフェイスを設定します。 

コマンド h323_gateway sip_interfaces <interface whitelist> を使用すると、
リッスン インターフェイス（1.7.0 ではインターフェイス A）を設定することができます。
デフォルトでは、sip_interfaces はどのインターフェイス上でもリッスンしていません。 

たとえば、次のコマンドでは、インターフェイス A でリッスンするように SIP インターフェ
イスを設定します。 

h323_gateway sip_interfaces a 
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4. リッスンする SIP インターフェイス（図 5 のコール フロー6）のポートを設定します。デ
フォルトでは、H.323 ゲートウェイは 6061 を使用します。 
h323_gateway sip_port 6061 

 

注：デフォルトのポート 6061 を変更する場合で、H.323 ゲートウェイと Call Bridge が
同じサーバにある場合は、Call Bridge が使用するポート 5061 は回避してください。 

 
5. H.323 ゲートキーパー（コール制御）のホスト名または IP アドレス（図 5 のコール フロー 

3）を設定します。 

H.323 ゲートウェイは、すべての発信 H.323 コールでこの IP アドレスに接続し、コール制
御デバイスがルーティングを処理できるようにします。 

たとえば、上図のゲートキーパーを IP アドレス 192.168.1.110 にする場合 

h323_gateway h323_nexthop 192.168.1.110 
 

注：導入で H.323 ゲートキーパーを使用していなければ、この手順をスキップします。 

 
6. Call Bridge の IP アドレス（図 5 のコール フロー 5）を設定します。 

7. H.323 ゲートウェイは、すべての発信 SIP コールでこの IP アドレスに接続し、Call Bridge 
がそのダイヤル プランを介してルーティングを処理できるようにします。R1.8 から、Call 
Bridge と H.323 ゲートウェイが同じホストにある場合は、IP アドレス 127.0.0.1 を使用す
る必要があります。 

 Call Bridge と H.323 ゲートウェイが同じホストにある場合は、次を使用します。 

h323_gateway sip_proxy 127.0.0.1 

 Call Bridge と H.323 ゲートウェイが異なるホストにある場合は、IP アドレスを Call 
Bridge のアドレスに設定します。このアドレスは、H.323 ゲートウェイから到達可能
である必要があります。 

異なるホストの Call Bridge と H.323 ゲートウェイの例として、Call Bridge の IP アド
レスを 192.168.6.25 にするには、次のコマンドを使用します。 

h323_gateway sip_proxy 192.168.6.25 

8. H.323 ゲートウェイ コンポーネントを有効にします。 

h323_gateway enable 

コマンド h323_gateway を使用して設定をチェックします。典型的な出力を図 6 に示し
ます。 
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図 6：h323_gateway コマンドの出力 
 

 
 
証明書は、各 H.323 ゲートウェイで必要です。証明書は内部 CA で署名することもできます。
付録 B の手順に従って、秘密キーと署名付き証明書を生成して、各 H.323 ゲートウェイにアッ
プロードします。 

 
2.3 Call Bridge のアウトバウンド ダイヤル プラン ルールの設定 
H.323 ゲートウェイを介してすべての発信コールを転送するには、次の手順に従います。Call 
Bridge のアウトバウンド ダイヤル プラン ルールを作成する必要があります。 

1. ミーティング サーバの Web 管理画面インターフェイスにサインインします。 

2. 次のフィールドに入力します。 

Domain：すべてのドメインに一致、つまり空のままにします（以下を参照）。 

SIP Proxy to Use: The SIP interface of the H.323 Gateway 
 

注：H.323 ゲートウェイおよび Call Bridge が同じホストにある場合は、IP アドレス 
127.0.0.1:6061 を使用します。異なるホストにある場合は、Call Bridge がリッスンして
いる外部インターフェイスのいずれかを使用します。 

 

注：ミーティング サーバのアウトバウンド ダイヤル プラン ルールは、デフォルトでは
（指定しない場合は）、ポート 5061 を使用します。このポートを、H.323 ゲートウェイ
の SIP インターフェイスで使用されるポート（デフォルトでは 6061）に一致するよう
に、変更する必要があります。 
 

 

Encryption：Encrypted  
 



Cisco Meeting Server リリース 2.0+：H.323 ゲートウェイ導入ガイド 14 

 2 H.323 ゲートウェイの設定  
 

 

図 7：すべてのドメインに一致するアウトバウンド ダイヤル プランを示す Web 管理画面インター
フェイス 

 

 
 
H.323 ゲートウェイを介して特定の宛先ドメインにコールを転送するには、次の手順で Call 
Bridge のアウトバウンド ダイヤル プラン ルールを作成します。 

1. ミーティング サーバの Web 管理画面インターフェイスにサインインします。 

2. Configuration > Outbound calls の順に選択します。 

3. 次のフィールドに入力します。 

 Domain：接続先ドメイン。次の例では、ドメインは @h323.com です。
<anything>@h323.com 宛てのすべてのコールが H.323 ゲートウェイを介して転送され
ます。 

 SIP Proxy to Use：H.323 ゲートウェイの SIP インターフェイスを指定します。H.323 
ゲートウェイおよび Call Bridge が同じホストにる場合は、IP アドレス 127.0.0.1:6061 
を使用します。異なるホストにある場合は、Call Bridge がリッスンしている外部イン
ターフェイスのいずれかを使用します。 

 
注：アウトバウンド ダイヤル プラン ルールは、デフォルトでは（指定しない場合
は）、ポート 5061 を使用します。このポートを、H.323 ゲートウェイの SIP インター
フェイスで使用されるポート（デフォルトでは 6061）に一致するように、変更する必
要があります。 

 

 

 Encryption：Encrypted 
 
図 8：@h323.com ドメインに一致するアウトバウンド ダイヤル プランを示す Web 管理画面インター
フェイス 
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注：H.323 ゲートウェイは、着信アドレスを変更できません。着信アドレスを変更する必要
がある場合は、着信アドレスを変更できる H.323 ゲートキーパーを導入で使用する必要があ
ります。 

 

 
2.4 IP ダイヤルの設定 
H.323 ゲートキーパーがない場合、つまり H.323 エンドポイントがコール制御ソリューション
に登録されていない場合は、IP ダイヤルが必要で、コールは IP アドレス によって発信されます。 

内部および外部両方の H.323 エンドポイントからのコールに対応する IP ダイヤルでは、上述の
とおり H.323 ゲートウェイをコア コンポーネントとして使用します。ただし、外部コール用に 
2 番目のインターフェイス（インターフェイス B など）を追加します。 

IP ダイヤルでは、着信コールは次のいずれかの形式であると想定しています。 

 IP アドレス：H.323 ゲートウェイによって URI にマッピングする必要がります。したがっ
て、着信 H.323 コールのデフォルト URI は宛先なしで設定します。このコールは、スペー
ス、シスコのミーティング アプリケーション ユーザ、またはミーティング サーバ IVR に転
送することができます。 
たとえば、MMP で、デフォルト URI を IVR に設定します。 

h323_gateway default_uri h323ivr@example.com 

 user@IPaddress：Call Bridge の着信ダイヤル プラン ルールによって処理されます。スペー
ス、シスコのミーティング アプリケーション ユーザ、さらには外部ユーザが考えられます。
着信ダイヤル プラン ルールは callID ではなく URI に一致することに注意してください。 

 
user@domain：Call Bridge の着信ダイヤル プラン ルールによって処理されます。スペー
ス、シスコのミーティング アプリケーション ユーザ、さらには外部ユーザが考えられます。 

 

注：Web 管理画面インターフェイスで <IP address> または <domain> に一致するコール
を設定します。 

mailto:h323ivr@example.com
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3 発信テスト 
目的とするコールまたは会議の種類に応じて、適切な項の例を読んで、従います。 

 H.323 ゲートウェイに登録済み H.323 エンドポイントからの着信コール 

 IP アドレスのダイヤルによる未登録 H.323 エンドポイントからの着信コール 

 <coSpace_uri>@IP アドレスのダイヤルによる未登録 H.323 エンドポイントからの着信
コール 

 登録済み H.323 エンドポイントへの発信コール 

 IP アドレスのダイヤルによる未登録 H.323 エンドポイントへの発信コール（H.323 ゲート
キーパーありのコール ルーティング） 

 IP アドレスのダイヤルによる未登録 H.323 エンドポイントへの発信コール（H.323 ゲート
キーパーなしのコール ルーティング） 

 H.323 エンドポイントからの非シスコ ミーティング アプリケーション ユーザへのコール 
 

（注） 
1) H.323 シグナリングは暗号化されていないため、H.323 トレースを取得するために pcap 
を使用できます。また、MMP コマンド h323_gateway trace_level <level> は、シス
コサポートによるトラブルシューティングをサポートする追加ロギングを提供します。レベル 
0、1、または 2 のトレースを提供するように依頼されることがあります。 
 
2) レガシーのゲートキーパーとエンドポイントのサポート：一部の古い H.323 ゲートキー
パーは、発信コールの宛先アドレスにドメインを提供しません。また、着信コールのドメイン
を処理できません。これらのゲートキーパーは、アドレスに E.164 アドレスまたは H.323 ID 
を指定し、これらを必要とします。これらのデバイスをサポートするコマンドがあります。詳
細については、付録 C の 34 ページの「古いゲートキーパーの H.323 ゲートウェイ アドレス
処理」を参照してください。 
 

 

3.1 H.323 ゲートウェイに登録済み H.323 エンドポイントからの着信
コール 
セットアップの例： 

 発信側の H.323 エンドポイント エイリアス：h323@h323.com 

 ダイヤル スペース URI：example.cospace@example.com 

 

mailto:h323@h323.com
mailto:example.cospace@example.com
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図 9：登録済み H.323 エンドポイントからの着信コールのコール フロー 
 

 

それぞれの説明は次のとおりです。 

(1) は、example.cospace@example.com 宛ての H.323 コールです。 

(2) は、example.cospace@example.com 宛ての H.323 コールです。 

(3) は、example.cospace@example.com 宛ての SIP コールです。 
 

注：Call Bridge の観点からみると、これは H.323 ゲートウェイからの着信 SIP コールです。 

 

コールが接続すると、Web 管理画面インターフェイスの Status > Calls をオンにします（図 10 
を参照してください）。 

 
図 10：アクティブ コールを示す Web 管理画面インターフェイス 

 

 

この例では Cisco VCS である H.323 ゲートキーパーのコール ステータスは、H.323 コールと
して示されます（図 11 を参照してください）。ミーティング サーバの H.323 ゲートウェイは
インターワーキングを実行します。 

 

mailto:example.cospace@example.com
mailto:example.cospace@example.com
mailto:example.cospace@example.com
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図 11：コール ステータスを示す Cisco VCS 

 

 
 
 

3.2 IP アドレスのダイヤルによる未登録 H.323 エンドポイントからの着
信コール 
前提条件： 

 IVR が設定されている 

 コール ID "123456 "を使用して、スペースが設定されている 
 

注：IVR URI にデフォルト URI を変更することによって、着信コールが接続されると、
ユーザは、スペースのコール ID を入力して特定のスペースに参加することができます。 

 

 内部および外部両方の H.323 エンドポイントからのコールに対応する IP ダイヤルでは、
H.323 ゲートウェイをコア コンポーネントとして使用します。ただし、外部コール用に 2 番
目のインターフェイス（インターフェイス B など）を追加します。 

h323_gateway h323_interfaces a b 
 
注：H.323 ゲートウェイは、NAT またはファイアウォールを通過することはできません。
外部コールの 2 番目のリスニング インターフェイスは、パブリック IP アドレスに対応す
るインターネットである必要があります。 

 

セットアップの例： 

 発信側の未登録 H.323 エンドポイント名：Brian.ex60 

 ダイヤル：192.168.1.91 
 

192.168.1.91 は着信側の H.323 ゲートウェイのリッスン インターフェイスです 
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図 12：未登録 H.323 エンドポイントからの着信コールのコール フロー 
 

 

それぞれの説明は次のとおりです。 

(1) は、192.168.1.91 宛ての H.323 コールです。 

(2) は、h323ivr@example.com 宛ての SIP コールです。 

(3) は、ID "123456" の DTMF エントリです。 
 

コールが接続すると、Web 管理画面インターフェイスのコール ステータスをチェックします
（図 13 を参照してください）。 

 
図 13：アクティブ コールを示す Web 管理画面インターフェイス 

 

 
 
 

mailto:h323ivr@example.com
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3.3 <space_uri>@IP アドレスのダイヤルによる未登録 H.323 エンドポ
イントからの着信コール 
前提条件： 

 
 ドメイン "192.168.1.91" に一致する呼一致ルールを作成します。 

 
図 14：呼一致ルールの作成 

 

 
 

 内部および外部両方の H.323 エンドポイントからのコールに対応する IP ダイヤルでは、
H.323 ゲートウェイをコア コンポーネントとして使用します。ただし、外部コール用に 2 
番目のインターフェイス（インターフェイス B など）を追加します。 

h323_gateway h323_interfaces a b 
 

注：H.323 ゲートウェイは、NAT またはファイアウォールを通過することはできませ
ん。外部コールの 2 番目のリスニング インターフェイスは、パブリック IP アドレスに
対応するインターネットである必要があります。 

 

セットアップの例： 

 発信側の未登録 H.323 エンドポイント名：example.MXP 

 ダイヤル：example.cospace@192.168.1.91 
 

192.168.1.91 は、着信側の H.323 ゲートウェイのリスニング インターフェイスです。 

コールが接続すると、Web 管理画面インターフェイスのコール ステータスをチェックします
（図 15 を参照してください）。 

 

mailto:example.cospace@192.168.1.91
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図 15：アクティブ コールを示す Web 管理画面インターフェイス 
 

 
 

3.4 登録済み H.323 エンドポイントへの発信コール 
前提条件： 

 ダイヤル プラン ルールの作成  

セットアップの例： 
 発信側のシスコ ミーティング アプリケーション ユーザ URI：acanouser1@example.com 

 ダイヤル：h323@h323.com 

ここで h323@h323.com は着信側の H.323 エンドポイントです。 
 
図 16：未登録 H.323 エンドポイントへの発信コールのコール フロー 

 

 

mailto:acanouser1@example.com
mailto:h323@h323.com
mailto:h323@h323.com
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それぞれの説明は次のとおりです。 

(1) は、h323@h323.com 宛てのシスコ ミーティング アプリケーション コールです。 

(2) は、SIP コールです。 

(3) は、H.323 コールです。 

(4) は、H.323 コールです。 

コールが接続したら、Web 管理画面インターフェイスでステータスをチェックします（図 17 
を参照してください）。 

 
図 17：アクティブ コールを示す Web 管理画面インターフェイス 

 

 

H.323 ゲートキーパーのコール ステータスは、H.323 コールとして示されています。この例で
は H.323 ゲートキーパーは Cisco VCS です（図 18 を参照してください）。ミーティング サー
バの H.323 ゲートウェイはインターワーキングを実行します。 

 
図 18：コール ステータスを示す Cisco VCS 

 

 
 
 

mailto:h323@h323.com
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3.5 IP アドレスのダイヤルによる未登録 H.323 エンドポイントへの発信
コール（H.323 ゲートキーパーありのコール ルーティング） 

 
注：このシナリオでは、H.323 エンドポイントは未登録ですが、H.323 ゲートキーパーが
コールをルーティングします。 

 

前提条件： 

 使用するダイヤル プラン ルール、デフォルトのルールかカスタム ルールかを決定します。 

 H.323 ゲートキーパー（この例では、Cisco VCS）の [Dial plan configuration] で、[Calls 
to Unknown IP Addresses] を Direct に設定して（図 19 を参照）、H.323 ゲートキー
パーが、ダイヤルするエンドポイントに到達できることを確認します。 

 
図 19：Cisco VCS の [Dial plan configuration] ページ 

 

 
 

 内部および外部両方の H.323 エンドポイントからのコールに対応する IP ダイヤルでは、
H.323 ゲートウェイをコア コンポーネントとして使用します。ただし、外部コール用に 2 
番目のインターフェイス（インターフェイス B など）を追加します。 

h323_gateway h323_interfaces a b 

セットアップの例： 

 発信側のシスコ ミーティング アプリケーション ユーザ URI：acanouser1@example.com 

 ダイヤル：192.168.1.219 
 

ここで 19.168.1.219 は着信側の H.323 エンドポイントの IP アドレスです。 
 

mailto:acanouser1@example.com
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図 20：IP アドレスのダイヤルによる未登録 H.323 エンドポイントへの発信コールのコール フロー 
 

 

それぞれの説明は次のとおりです。 

(1) は、192.168.1.219 宛てのシスコ ミーティング アプリケーション コールです。 

(2) は、SIP コールです。 

(3) は、H.323 コールです。 

(4) は、H.323 コールです。 

コールが接続したときに、Web 管理画面インターフェイスでステータスをチェックします
（図 21 を参照してください）。 
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図 21：アクティブ コールを示す Web 管理画面インターフェイス 
 

 

H.323 ゲートキーパーとして Cisco VCS を使用している場合は、コールは図 22 のように表示
されます。 

 
図 22：コール ステータスを示す Cisco VCS 
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3.6 IP アドレスのダイヤルによる未登録 H.323 エンドポイントへの発信
コール（H.323 ゲートキーパーなしのコール ルーティング） 

 
注：このシナリオでは、H.323 エンドポイントは未登録ですが、コールをルーティングする 
H.323 ゲートキーパーはありません。 

 

 

前提条件： 

 h323_gateway h323_nexthop 設定が以前に設定されている場合は、削除する必要があり
ます。次に例を示します。 

a. MMP に SSH でログインします。 

b. h323_gateway h323_nexthop 設定を削除します。 

h323_gateway del h323_nexthop 

 内部および外部両方の H.323 エンドポイントからのコールに対応する IP ダイヤルでは、
H.323 ゲートウェイをコア コンポーネントとして使用します。ただし、外部コール用に 2 
番目のインターフェイス（インターフェイス B など）を追加します。 

h323_gateway h323_interfaces a b 
 

注：H.323 ゲートウェイは、NAT またはファイアウォールを通過することはできませ
ん。外部コールの 2 番目のリスニング インターフェイスは、パブリック IP アドレスに
対応するインターネットである必要があります。 

 

セットアップの例： 

 発信側のシスコ ミーティング アプリケーション ユーザ URI：acanouser1@example.com 
 ダイヤル：192.168.1.201 

ここで 192.168.1.201 は着信側の H.323 エンドポイントの IP アドレスです。 
 
図 23：未登録 H.323 エンドポイントへの発信コールのコール フロー 

 

 
 

mailto:acanouser1@example.com
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それぞれの説明は次のとおりです。 

(1) は、example@example.com 宛てのシスコ ミーティング アプリケーション コール
です。 

(2) は、SIP コールです。 

(3) は、H.323 コールです。 

コールが接続したときに、Web 管理画面インターフェイスでステータスをチェックします（図 
24 を参照してください）。 

 
図 24：アクティブ コールを示す Web 管理画面インターフェイス 

 

 
 
 
3.7 H.323 エンドポイントからの非シスコ ミーティング アプリケーショ
ン ユーザへのコール 
Lync または SIP ユーザに発信できるように Call Bridge のダイヤル プランを設定することがで
きます。これらのコールは、Call Bridge によってトランスコードされます。 

この例では、H.323 ゲートウェイと Call Bridge の両方がゲートウェイとして機能します。Call 
Bridge のダイヤル プランですでに SIP コールの Lync への転送を許可していると想定していま
す。H.323 コールは、Call Bridge 宛ての SIP コールにインターワーキングして、コールを Lync 
に転送します。この状況で、Call Bridge は、メディアのすべてのトランスコーディングを処理
します。 

セットアップの例： 

 発信側の登録済み H.323 エンドポイント エイリアス：h323@h323.com 

 ダイヤル：lyncuser1.lync@example.demo 

ここで、lyncuser1.lync@exampledemo は着信側の Lync アドレスです。 

mailto:example@example.com
mailto:h323@h323.com
mailto:lyncuser1.lync@example.demo
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図 25：H.323 エンドポイントから非シスコ ミーティング アプリケーション ユーザへのコール フロー 

 

 

それぞれの説明は次のとおりです。 

(1) は、H.323 コールです。 

(2) は、H.323 コールです。 

(3) は、SIP コールです。 

(4) は、Lync コールです。 

コールが接続したときに、Web 管理画面インターフェイスでステータスをチェックします
（図 26 を参照してください）。 
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図 26：アクティブ コールを示す Web 管理画面インターフェイス 
 

 

H.323 ゲートキーパーとして Cisco VCS を使用している場合は、コールは図 27 のように表示
されます。 

 
図 27：コール ステータスを示す Cisco VCS 
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4 トラブルシューティングのヒント 
 H.323 ゲートウェイの設定を変更すると、ゲートウェイが期待どおりに動作しない可能性が
あります。問題を解決するには、ミーティング サーバをリブートします。 

 ミーティング サーバのアウトバウンド ダイヤル プラン ルールは、デフォルトでは（指定し
ない場合は）、ポート 5061 を使用します。このポートを、H.323 ゲートウェイの SIP イン
ターフェイスで使用されるポート（デフォルトでは 6061）に一致するように、変更する必要
があります。 

 Cisco VCS ソフトウェアにはバグがあります。Zone > Custom の設定が保存されないことが
あります。ゾーンを削除して再度開始する必要があります。一致するダイヤル プラン検索
ルールを更新するのを忘れないでください。 

 MMP コマンド h323_gateway trace_level <level> は、シスコサポートによるトラブ
ルシューティングをサポートする追加ロギングを提供します。レベル 0、1、または 2 のト
レースを提供するように依頼されることがあります。 
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付録 A SIP コール制御の設定 
この付録では、Cisco VCS を H.323 ゲートキーパー/コール制御デバイスの例として使用し
ます。 

VCS ゾーンを作成し、設定する必要があります。 

1. VCS で、[Zones] ページに移動します（以下の 2 つの図を参照してください）。 

2. H.323 を有効にし、次に SIP を無効にします（両方を有効にすると、VCS は SIP を使用
します）。 

3. [Location] で、[Peer 1 address] に H.323 ゲートウェイがリッスンしているインターフェ
イスの IP アドレスを設定します。 

4. [Advanced] で 

 [Zone profile] を Custom に変更します。 

 [Monitor peer Status] をオフにします。 

 [Automatically respond to H.323 searches] をオンにします。 
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付録 B H.323 ゲートウェイへの証明書/秘密キー 
ペアの割り当て 
証明書は、各 H.323 ゲートウェイで必要です。証明書は内部 CA で署名することもできま
す。手順は次のとおりです。 

1. ミーティング サーバの H.323 ゲートウェイ アプリケーションの秘密キーと証明書署名要
求（.csr）ファイルを生成します。秘密キーと .csr ファイルを生成する方法の詳細につい
ては、証明書のガイドラインの 1 つを参照してください。 

 

 

注：公開キーが作成され、.csr ファイル内に保持されます。 
 

2. 署名を求めて CA（パブリック CA または内部 CA）に .csr ファイルを送信します。 

秘密キーと .csr ファイルを生成するためにミーティング サーバの pki コマンドを使用
し、Active Directory 証明書サービス ロールがインストールされている Active Directory 
サーバなどの内部 CA に生成したペアを送信することができます。 

3. MMP に SSH でログインします。 

4. 署名付き証明書と、中間 CA バンドル（ある場合）を、SFTP を使用してミーティング 
サーバにアップロードします。 

5. 証明書（および証明書バンドル）と秘密キーが一致していることを確認します。 
pki verify <certicate> <cert bundle/CA cert> [<CA cert>] 

6. 証明書（および証明書バンドル）と秘密キーのペアを H.323 ゲートウェイに割り当て
ます。 
h323_gateway certs <keyfile> <certificatefile> [<cert-bundle>] 

7. H.323 ゲートウェイを再起動します。 
h323_gateway restart 
 

注：TLS 証明書の検証を実行する場合は、次のコマンドを使用します。 
tls SIP verify enable 
証明書の検証は、Call Bridge の TLS SIP 信頼ストアと H.323 ゲートウェイの SIP サービス
に対して行われます。TLS 信頼ストアのセットアップには、tls SIP trust <crt 
bundle> コマンドを使用します。 

 

http://acano.com/support/documentation/
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付録 C 古いゲートキーパーの H.323 ゲートウェ
イ アドレス処理 
一部の古い H.323 ゲートキーパーは、発信コールの宛先アドレスにドメインを提供しませ
ん。また、着信コールのドメインを処理できません。これらのゲートキーパーは、アドレス
に E.164 アドレスまたは H.323 ID を指定し、これらを必要とします。これらのデバイスを
サポートする MMP コマンドがあります。H.323 ゲートウェイのすべての MMP コマンドの
構文については、付録 D を参照してください。 

図 28 に、レガシー ゲートキーパーからのコールの宛先アドレスを受け入れ可能にする方法
を示します。ここでは、MMP コマンド h323_gateway sip_domain 
<sip_domain_uri> を使用して宛先アドレスにドメインを追加しています。発信元アドレ
スにも、ユーザのコールバックを可能にするドメインを追加設定できます。コマンド 
h323_gateway h323_domain <h323_domain_uri> を使用すると、Call Bridge がコー
ルの発信元を識別できるようにするドメインが追加されるので、コールバックがサポートさ
れます。 

 
図 28：発信元アドレスへのドメインの追加 

 

 

図 29 に、レガシー H.323 ゲートキーパーから発信されたコールでコールバックを可能にす
る方法を示します。レガシー ゲートキーパーに発信した場合、コマンド h323_gateway 
h323_domain_strip yes を使用すると接続先からドメインが削除されます
（h323_domain と一致した場合）。コマンド h323_gateway sip_domain_strip yes 
を使用すると発信元アドレスからドメインが削除されます（sip_domain と一致した場合）。 
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図 29：コールバックのためのドメインの削除 
 

 
 

注：Call Bridge が IP アドレスを認識してドメインを付けないようにするので、IP アドレス
のダイヤルで、ドメインを削除する必要はありません。 
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付録 D H.323 ゲートウェイ MMP コマンド 
この付録は、H.323 ゲートウェイを設定する MMP コマンドをリストしています。これら
は、『MMP コマンド リファレンス ガイド』でも提供されています。 

 

コマンド/例 説明/メモ 

h323_gateway 
enable/disable/restart 

適切に設定されていないと、ゲートウェイが正しく起動されません。 

h323_gateway certs 

<keyfile> <certificate 
file> [<cert-bundle>] 

 

 

 
h323_gateway certs 
none 

H.323 ゲートウェイ アプリケーションの秘密キー ファイルの名前と .crt ファイ
ル、任意で CA によって提供された CA 証明書バンドルを定義します。（33 ペー
ジの「H.323 ゲートウェイへの証明書/秘密キー ペアの割り当て」を参照してくだ
さい）。 

証明書コンフィギュレーションを削除します。 

h323_gateway h323_ 
nexthop <host/ip> 
h323_gateway del h323_ 
nexthop 

すべての発信 H.323 コールでこの IP アドレスに接続し、この IP アドレスのデバ
イスでルーティングを処理できるようにします。このアドレスが設定されていな
い場合は、IP ダイヤルのみが機能します。 

通常、この IP アドレスは、Cisco VCS/Polycom DMA であり、H.323 トランクは
ミーティング サーバの H.323 ゲートウェイとサード パーティのデバイス（H.323 
ゲートキーパー）の間で確立されます。 

H.323 ゲートウェイはデバイスを登録せず、コールを転送するだけです。このデ
バイスは、転送されたコールを受け入れるように適切に設定する必要があります。 

h323_gateway default_ 
uri <uri> 

 
h323_gateway del 
default_uri 

オプション。着信 H.323 コールに接続先が含まれていない場合（通常は、H.323 
ゲートウェイが IP アドレスでコールされた場合のみ）は、default_uri が設定され
ているいずれかに対して SIP コールが行われます。default_uri は、IVR、または直
接スペースをポイントする可能性があります。設定しないと、コールは拒否され
ます。 

h323_gateway sip_ 
domain <sip_domain > 

 
h323_gateway del sip_ 
domain 

オプション。宛先アドレスのドメインを使用していないゲートウェイに、着信 
H.323 コールが行われた場合は、Call Bridge 宛ての SIP コールが行われる前に、
@<sip_domain> が宛先アドレスに追加されます。 

h323_gateway sip_ 
domain_strip <yes/no> 

"yes" と "h323_gateway sip_domain" を設定すると、ゲートウェイ宛ての SIP 
コールが行われたときに、H.323 コールが行われる前に、@<sip_domain> が送信
元アドレスから削除されます（ある場合）。 

h323_gateway h323_ 
domain <h323_domain> 

h323_gateway del h323_ 
domain 

オプション。宛先アドレスにドメインを含まないゲートウェイに、H.323 コール
が行われた場合は、SIP コールが行われる前に、@<h323_domain> が宛先アドレ
スに追加されます。 
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コマンド/例 説明/メモ 

h323_gateway h323_ 
domain_strip <yes/no> 

"yes" と "h323_gateway h323_domain" を設定すると、ゲートウェイ宛ての 
SIP コールが行われたときに、H.323 コールが行われる前に、@<h323_domain> 
が宛先アドレスから削除されます（ある場合）。 

h323_gateway h323_ 
interfaces <interface 
list> 

h323_gateway sip_ 
interfaces <interface 
list> 

ゲートウェイを開始するために設定する必要がありますが、実際の設定は、現在無
視されます。 

h323_gateway sip_port 
<port> 

SIP 側でリッスンするポートデフォルト値は 6061 です。 

注：デフォルトのポート 6061 を変更する場合で、H.323 ゲートウェイと Call 
Bridge が同じサーバにある場合は、Call Bridge が使用するポート 5061 は回避し
てください。ゲートウェイが再起動するまで、変更は行われません。 

H.323 ゲートウェイは常に、TLS 接続を期待しています。そのため、Call Bridge 
のアウトバウンド ダイヤル プラン ルールでは "Encrypted" を選択する必要があ
ります。 

h323_gateway sip_proxy 
<uri> 

Call Bridge の IP アドレスを設定するか、複数の Call Bridge の場合はドメイン名
を使用します（DNS に応じて）。すべての着信 H.323 コールは、この URI に転送
されます。 

h323_gateway 
restrict_codecs 
<yes/no> 

yes に設定すると、H.323 ゲートウェイが相互運用性の問題を起こしにくいセキュ
アなコーデック セットに制限されます。現在、この設定は 
G.711/G.722/G.728/H.261/H.263/H.263+/H.264 です。 

この機能によって無効にされるコーデックは、G.722.1 と AAC です。 

h323_gateway 
disable_content 
<yes/no> 

yes に設定すると、H.239 コンテンツが無効にされます。 

h323_gateway 
trace_level <level> 

シスコ サポートによるトラブルシューティングをサポートするために追加ロギン
グを提供します。レベル 0、1、2、または 3 のトレースを提供するように依頼さ
れることがあります。 
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シスコの法的情報 
このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることが
あります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確である
と考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。こ
のマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。 

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information 
Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。 

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program 
developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public domain 
version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the 
University of California. 

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフト
ウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品
性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引
過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切
の保証の責任を負わないものとします。 

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できな
いことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、
あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、
それらに対する責任を一切負わないものとします。 

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号
を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、お
よびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよ
び電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるもの
です。 

ハード コピーおよびソフト コピーの複製は公式版とみなされません。最新版はオンライン版を
参照してください。 

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、FAX 
番号は当社の Web サイト（www.cisco.com/go/offices/）をご覧ください。 

© 2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 
このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることが
あります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確である
と考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。こ
のマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。 

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information 
Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。 

http://www.cisco.com/go/offices/
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FCC クラス A 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規
定された仕様のクラス A デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの制
限は、商業環境で装置を使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。この装
置は、無線周波エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、この装置のマニュアル
に記載された指示に従って設置および使用しなかった場合、ラジオおよびテレビの受信障害が起
こることがあります。住宅地でこの装置を使用すると、干渉を引き起こす可能性があります。そ
の場合には、ユーザ側の負担で干渉防止措置を講じる必要があります。 

FCC クラス B 準拠装置に関する記述：この装置はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に規
定された仕様のクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの制
限は、住宅地で使用したときに、干渉を防止する適切な保護を規定しています。本機器は、無線
周波数エネルギーを生成、使用、または放射する可能性があり、指示に従って設置および使用し
なかった場合、無線通信障害を引き起こす場合があります。ただし、特定の設置条件において干
渉が起きないことを保証するものではありません。装置がラジオまたはテレビ受信に干渉する場
合には、次の方法で干渉が起きないようにしてください。干渉しているかどうかは、装置の電源
のオン/オフによって判断できます。 

 受信アンテナの向きを変えるか、場所を移動します。 
 機器と受信機との距離を離します。 

 受信機と別の回路にあるコンセントに機器を接続します。 

 販売業者またはラジオやテレビの専門技術者に連絡します。 
 
シスコでは、この製品の変更または改造を認めていません。変更または改造した場合には、FCC 
認定が無効になり、さらに製品を操作する権限を失うことになります。 

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program 
developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB’s public domain 
version of the UNIX operating system. All rights reserved. 

Copyright © 1981, Regents of the University of California. 
ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフト
ウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品
性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引
過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切
の保証の責任を負わないものとします。 

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できな
いことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、
あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、
それらに対する責任を一切負わないものとします。 
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このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を
示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、および
その他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話
番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。 

ハード コピーおよびソフト コピーの複製は公式版とみなされません。最新版はオンライン版を
参照してください。 

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。各オフィスの住所、電話番号、FAX 
番号は当社の Web サイト（www.cisco.com/go/offices）をご覧ください。 

© 2016 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

http://www.cisco.com/go/offices/
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